
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイセル 21 静岡市女性会館 

図書コーナーだより 
☆今月の特集☆ 

スタッフのおすすめ 

今月のおすすめ 
◆◆◆NEWS◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

「育休復帰ハンドブック」 

ができました！ 

 

 

◆◆◆静岡市女性会館は今年開館 25 周年を迎えました◆◆◆ 

◆  

2 月 25 日（日） 
第 10 回 

アイセル わいわい祭り 
が開催されます 

 

日頃、アイセル２１で活動して

いる団体の活動発表会です。

当日は、アイセル２１の全フロア

で、歌やダンスのステージ発表

や、作品の展示、体験会など、

さまざまな活動の１コマを披露し

ます。 

どなたでも楽しめるイベントで

す。気軽にご来場ください。 

 

 

 

 

 

昨年も多くの静岡女性の活

躍が新聞に掲載されました。

図書コーナーの掲示板では、

昨年 4 月からの新聞の人物紹

介コラム欄に載った静岡女性

の方々の記事を抜粋して貼り

出しています。 

身近な女性たちの活躍をど

うぞご覧ください。 

 

「父の逸脱」を読んで心に残った言葉 

父の逸脱 ピアノレッスンという拷問  

セリーヌ ラファエル著  林 昌宏 訳 

新泉社（367.635） 2017年 

虐待とは、大人の価値観を押し付け子どもを思い通りに管理、支配し子どもを貶

め、主体性を奪い去る行為で、見逃され命を落とす子どももいる。本書を読んでい

る間も、「生き延びることだけを考えた」著者セリーヌのように、音楽やスポーツ、学問

などで虐待を受けている子どもがいるのではないか？と頭によぎった。 

ある日、4 歳の娘に類まれなピアノの才能があることを知った父親。その後、「逸

脱」が始まる。部屋に鍵をかけての長時間の練習。弾き間違えると尻をベルトで打た

れ、食事も抜かれたり「犬以下」の物を与えられたりした。4歳から 14歳までの間、彼

女が「私はピアノを弾く家畜」「拷問」「週末に死ぬのでは」と表現するほどの虐待は

続くが、父親が一流企業の幹部で裕福な暮らしぶりのため、周囲は虐待を疑わなか

った。ピアノのある密室で行われたため、母親さえ途中まで気づかなかった。 

食事を極端に減らしやせ細ることで、父の態度を変えさせようとしたが、父をはじ

め誰も関心を示さない。そんな絶望的な状況の中、転居先で進学した高校の校長

が異常を察知、学校の保健師の先生との出会いが彼女を救った。保健師は、父親

を訴えることに躊躇するセリーヌを根気よく説得、自ら虐待の通告を承認するのを待

って実行した。しかしこれで問題が解決したわけではない。身の安全のために隔離

された施設は数か所にのぼり、一部の施設の職員や社会福祉士、指導員たちから

は、虚言症だと言われ、勉強を続ける環境も整備されていなかった。判決後家に戻

った後も、父の精神的虐待は続いたが、医者になるという夢をかなえるために強い

意志で立ち向かい、ついに実現した。現在は医師として活躍する傍ら、体験を語

り、政府の虐待防止計画にもかかわっている。 

本著を通じて、子どもの発する訴えをキャッチする困難さや、支援者の在り方を考

えさせられた。裕福な家庭や立派（に見える）両親のもとでは、 

虐待など存在しないという先入観が、どんなに子どもを絶望さ

せ、将来を奪うのか、支援する側の先入観や価値観で、子ど

もたちが傷つき運命が変わっていく事実、また、たった一人の

理解者が子どもの命を救うということもが分かった。 

フランスで大反響となり、映画化もされるというこの現実が、 

世界中で議論され、虐待の撲滅につながればよいと思う。 

（狩野直子） 

 

 

 

 

 

 

 

わたしは音楽を心から愛していた。音楽を深く愛するには、あれほど

の暴力や犠牲など必要なかったのだ。―中略―父の最大の失敗は、忍

耐なら生み出せたであろうことを、力ずくで手に入れようとしたこ

とだ。 

活躍した静岡女性たち 

※図書コーナーは通常どおり開館

しております。 

 

 

昨年のわいわい祭りステージより 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子や孫にしばられない 

生き方 
河村 都（159.6） 

産業編集センター 2017年 
 

 

孫育て本の多くは、昔と今の子育ての常識の違い

等が書かれ、子世代の考え方を尊重し、共働き子

世帯をサポートという姿勢です。そんな中でこの本

には「脱・孫ブルー」「孫が生まれても私は私、これ

までと変わらず自分の人生を生きていこう」というメッ

セージが込められていて異色です。子世帯を応援

したいからこそ、自分が犠牲にならずにいられる「適

度な距離感を保つことが、家族がハッピーに暮らす

コツ」と著者は言います。「孫の魔法には要注意!」

「心・体（力）・時間・おカネ」の余裕を残して孫と接

するべきとも。参考になること請け合いです。(遠藤) 

 

CULOTTÉESキュロテ  
世界の偉大な 15人の女性たち 

ペネロープ・バジュー   

関澄かおる 訳（280.4） 

DU BOOKS  2017年 

 

自らの意志を貫き通し、時代を切り開いて特に女性

に大きな影響を与えた古代から現代までの 15人の

女性にスポットを当て、その困難に立ち向ったパワ

フルな人生を紹介したコミックです。古代ギリシャ初

の女性医師、人種差別と闘った黒人ダンサー、女

性の水着の産みの親、性別適合手術を世に知らし

めた当事者、海岸の浸食を防ぎ最古の灯台を守っ

た主婦、など、あまり知られていない人物像や評価

を軽快なタッチで解説しています。各評伝の最後

にある見開きの、美しく意味のあるイラストに感心し

ました。（狩野） 

 

オンナひとりでもどうにか 

生きていけるっぽい！ 
定年一年生の教科書 

東 園子（367.7） 

KADOKAWA 2016年 

 

生涯未婚率が増えているそうです。独身女性が随

分と生きやすくなっているとはいえ、中高年になれ

ば将来のことが不安になります。この本には、そろ

そろ人生の終盤が見えてきたおひとりさま女性が

「オンナひとりでもどうにか生きていける！」と安心

できる知識がたくさん詰まっています。非正規や自

営、持ち家、賃貸など条件によって変わる老後の

お金のこと、老親の介護のこと、自身の健康のこと。

マンガとデータで分かりやすく教えてくれます。手

元に置いておきたい一冊になると思いました。 

（石割） 

 

サンダカンまで  
わたしの生きた道 
山崎朋子（B289.1）  

朝日新聞出版 2017年 

 

 

 

かつて海外売春婦であった女性に、聞き取り調査

を行って書かれた『サンダカン八番娼館』が出版さ

れたのは 1972 年。当時高い評価を受け、映画化も

されました。この本は、その著者の自伝です。著者

が一方的に好意を寄せられた相手から顔を切られ

るというショッキングな出来事から始まり、波乱万丈

の人生が語られます。なぜ、女優を目指していた著

者が、差別された存在の「女性」の研究に取り組む

ことになったのか。その経緯が分かり、著者の強さ

に心打たれました。グイグイと惹きつけられる一冊で

す。（田嶋） 

 
 

『サンダカン八番娼館』 

山崎朋子 （367.21） 筑摩書房 1980年 

 

『アジアの女 アジアの声』 

山崎朋子 （282） 文芸春秋 1985 年 

 

 

『人生を切りひらいた女性たち 1.2.3.』 

樋口恵子ほか監修 （K280） 教育画劇 2016年  

 

『ホロコースト 女性 6人の語り部』 
大内田わこ （234.074） 東銀座出版社  2017年 

 

 

『「人生案内」孫は来てよし、帰ってよし』大日
向雅美・読売新聞東京本社（367.3）東京堂出版 2013年 
 

『祖父母手帳 もう孫育てで悩まない！祖父母＆親

世代の常識ってこんなにちがう？』 

森戸やすみ/監修 （599） 日本文芸社 2017年 

☆もっと読みたくなったら☆ ☆もっと読みたくなったら☆ 

☆もっと読みたくなったら☆ 
 

『大人女子の安心シングルライフプラン』 
じゃこめてい single life 編集部 （367.4） じゃこめてい出

版 2016年 
 

『シングル女性の貧困』 
小杉礼子ほか/編著 （367.21） 明石書店 2017年 

 

☆もっと読みたくなったら☆ 

今 月 の 特 集 スタッフのおすすめ 



つづく

①

これまでのお話は、 静岡市女性会館HPでお読みいただけます。 （http://aicel21.jp）

②

家庭や学校、
他のどこにも居場所がないと感じている高校生…

62
図書コーナーに来たみずほさんは、

展示してあった本、『難民高校生』の

言葉にひきつけられました。

① ②②

“難民” かあ…

③

………。

④

………。

⑤

仁藤夢乃さんがこの本を書いた時、
24 歳くらいだったんだ。

家族とうまくいかなくて、
中学生の時から渋谷で
同じような境遇の子たちと過ごす日々…

⑥

私よりずっと危ないカンジの生活だなあ。
でも、 そんな生活を抜け出す
きっかけになったのは…

ふうん、
いいわねえ！
この本。

え？

⑦

あの声、
聴いたことが
ある…！

⑧

この絵も
いいですよねー。

うちの学校図書館にも
ぜひ置きたいわ～

ど
きど
き

⑨

この作者の
この本も
良かったよ。

⑩

井川先生だ！

⑪

あ、 あ、
井川先生 ?!

あ…
えっと…
あの…

え？誰か
呼んだかな？

⑫

あら？ もしかして
小学校の図書室に
いつも来てくれていた…

みずほちゃん？

⑬



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料名 著者名 資料名 著者名
請求記号 請求記号

《哲学》 《生活・育児》
言い訳してる場合か！ 坂東　眞理子 とりわけごはん 赤ちゃんもママもうれしい 熊谷　しのぶ 599.3
　脱・もう遅いかも症候群 159.6 《産業》

《歴史・伝記》 地域人　第１８号　 地域構想研究所
女系図でみる驚きの日本史 大塚　ひかり 210.04 　特集子育てしやすい地域をつくる 601.05
忘れられぬ人々 続　赤松良子自叙伝 赤松　良子 289.1 地域人　第２６号　 地域構想研究所

《法律・経済・社会》 　特集日本の未来を明るくする女性たち 601.05
活動報告　80年代タレント議員から162万人へ 中山　千夏 310.4 「おひとりウーマン」消費！ 牛窪　恵

堀井　紀壬子 　巨大市場を支配する40・50代パワー 675
336.4 《芸術》

えがお相続相談室 堀　文子
336.4 721.9

女性人材の活躍　2017 日本生産性本部 103歳。どこを向いても年下ばかり 笹本　恒子
ダイバーシティ 　いつでもときめいて生きる 740.21
推進センター 《文学》

324.7 踊る星座 青山　七恵 913.6
復職支援ハンドブック 中村　美奈子 奴隷小説 桐野　夏生 B913.6
　休職を成長につなげよう 336.48 ファミリーデイズ 瀬尾　まいこ 914.6
非正規クライシス 北川　慧一 366.021 いのち 瀬戸内　寂聴 913.6
ブラック職場　過ちはなぜ繰り返されるのか？ 笹山　尚人 366.021 ひよっこ社労士のヒナコ 水生　大海 913.6

津富　宏 メガネと放蕩娘 山内　マリコ
　Hometown　revival　blues 913.6

　相互扶助の社会をつくる 366.29 小泉放談 小泉　今日子 B914.6
《女性・男性問題》 女オンチ。 女なのに女の掟がわからない 深沢　真紀 B914.6

フェミニストとオタクはなぜ相性が悪いのか 香山　リカ 若宮　正子
　「性の商品化」と「表現の自由」を再考する 367.1 914.6
エンパワーメント 大崎　麻子 ちんちんのないお父さん 川崎　和真 916
　働くミレニアル女子が身につけたい力 367.1 うちの子になりなよ 古泉　智浩

くどう　みやこ 　里子を特別養子縁組しました 916
367.1 ノーラ・ウェブスター コルム・トビーン 933.7

男女平等は進化したか 鹿嶋　敬 《子どもの本・絵本》
髪がつなぐ物語 別司　芳子 369

367.1 キズナキス 梨屋　アリエ 913
「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす 佐光　紀子 367.21
専業主婦は2億円損をする 橘　玲 367.3 933
母・娘・祖母が共存するために 信田　さよ子 367.3
児童虐待から考える 杉山　春 933
　社会は家族に何を強いてきたか 367.6 マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ E
同性パートナーシップ制度 棚村　政行

367.97 《女性・男性問題》
《福祉・教育》 国連・女性・ＮＧＯ　Part2

ストーカー 　「普通の人」がなぜ豹変するのか 小早川　明子 368.6 　世界を変えるのは、あなた 367.1
母親の孤独から回復する 村上　靖彦 《福祉・教育》
　虐待のグループワーク実践に学ぶ 369.4 子どもの“困”に寄り添うノート

《科学・医学》 　子どもの貧困をなくすために 369.4
婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック 第2版 落合　慈之 495.4 《子どもの本・絵本》
健康格差 図書館につづく道 草谷  桂子 913.6
　あなたの寿命は社会が決める 498 きらきらは・は・歯 室井　滋 E

女性社員のやる気を引き出す
セルフ・エスティーム

国連ＮＧＯ国内女性委員会

ウィメンズネット・こうべ

NHKスペシャル取材班

キャロル・ライリー・ブリンク

リンダ・マラリー・ハント

小さいママと無人島

99歳、ひとりを生きる。
ケタ外れの好奇心で

60歳を過ぎると、人生はどんどん
おもしろくなります。

… 寄贈図書 …

残される母親が安心して
暮らすための手続のすべて

　女性コア人材の育成の現状と課題
　第8回コア人材としての女性社員育成
　に関する調査結果

生活困窮者自立支援も
「静岡方式」で行こう！！　2

誰も教えてくれなかった
子どものいない人生の歩き方

　男女共同参画基本計画の策定、
　施策の監視から

　世界の動向・日本の自治体における
　導入の実際と展望

木の中の魚

新着図書リスト 
2月の新着図書です。 

新着図書コーナーをご覧ください。なお、貸出中の場合は 

カウンターでお問い合わせください。 
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編集・発行：静岡市女性会館指定管理者 NPO 法人男女共同参画フォーラムしずおか 
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静岡市女性会館ホームページ http://aicel21.jp ※ホームページより資料の検索と予約ができます。 
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